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新型コロナウイルスを
想定した院内感染対策



感染経路別
予防策

日本環境感染学会教育ツールVer.3より

感染経路 特徴 具体策の例

空気感染 微生物を含む5㎛以下の飛沫核が、

長時間空中を浮遊し、広範囲に拡散。
飛沫核を吸入することで感染

N95マスク以上の高レベ

ル呼吸器防護用具、個
室隔離、陰圧室 等

飛沫感染 感染している患者が咳やくしゃみ、会
話などで放出した微生物を含む5㎛よ
り大きい飛沫が粘膜に付着して感染

サージカルマスク、個室・
集団隔離、1ⅿ以上の距
離保つ 等

接触感染 患者との直接接触や汚染された物や
人との間接接触

手袋、ガウン着用、病室
退室前に外す 等

※ 標準予防策に加え、
感染経路に応じた
予防策を実施する



感染経路別予防策
○飛沫感染＋接触感染

・飛沫予防策

ウイルス含む飛沫を目、鼻、

口の粘膜に付着させない

・接触予防策

ウイルス付着した手を目、鼻、

口の粘膜と接触させない

○対応

・個人防護具（PPE）を適切に着脱する。

・適切なタイミングで手指衛生を行う。

・確定患者・疑い患者を個室に収容して隔離する。

・こまめな部屋の換気を行う。



飛沫感染対策
・サージカルマスクが有効。

・会話をするときには互いにマスク着用。

・患者がマスクができない場合には

フェイスシールドが必要。

・医療スタッフ同士の会話や

引き継ぎも常にマスク着用。

（出退勤時やロッカー室、

休憩中なども忘れずに）

・食事時には会話をしない。

・PPEが入手困難なときは

手作りで調達しましょう。
＊手作りのマスク、ガウン、フェースシールドの作り方は阪大病院のＷｅｂサイト参照。

https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/emergency/2020/04/post_8.html

＊大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 朝野教授 作成資料より



接触感染対策

・手指衛生の遵守

・アルコールまたは流水と石けんで、手順を守って行う。

・病室に入る前、患者にふれたとき、患者周囲環境にふれた

とき、そのつど手指衛生を行う。

・手袋を着ける前や外した後も手指衛生を行う。

＊手袋はピンホールが空いているものと考えて対応する。

・患者ケア時に患者の身体や体液が衣服に触れる場合には、

ガウンやエプロンを着用する。



標準予防策の徹底

○診療場面ごとに必要な個人防護具（PPE）を選択する

○手指衛生

・アルコール手指消毒

（エタノール濃度60～90％／イソプロパノール70％）

・石鹸と流水で手洗い

＊手指衛生の５つのタイミング（WHO）

①患者に触れる前

②清潔／無菌操作の前

③体液に曝露された可能性のある場合

④患者に触れた後

⑤患者周辺の環境や物品に触れた後

https://1.bp.blogspot.com/-FNKVT8bWf_Q/U32NdV9oIBI/AAAAAAAAgvg/JhXkTSsLAvE/s800/te_syoudoku.png


PPEの使用

○：必ず使用／△：リスクが高いとき使用

手袋 サージカ
ルマスク

Ｎ９５
マスク

ガウン フェイス
シールド

診察（１５分未満） ○ ○ ○ △

診察（１５分以上） ○ ○ ○ ○

呼吸器検体採取 ○ ○ ○ ○

エアロゾル手技 ○ ○ ○ ○

環境整備 △ ○ △ △

リネン交換 △ ○ △ △

患者搬送 △ ○ △ △

https://2.bp.blogspot.com/-13wiKnHB7ec/V5NEWnTiG-I/AAAAAAAA8ik/55MF8XQ5WqwGj7h7Ysq_k947rCsqBBjkwCLcB/s800/pleats_mask_hida.png


個人防護具（PPE）

・鼻咽頭拭い液等上気道の検体採取時にもPPEを着用。

・エアロゾル発生しやすい状況（＊注）ではN95マスク着用
＊気管挿管・抜管、気道吸引、NPPV装着、気道切開術 等

・タイベック等全身を覆うタイプの防護服は必須ではない。

・ヘアキャップの装着は必須ではない。

・シューズカバーは脱ぐ時に手指汚染のリスクがあるため

推奨されない

【新型コロナ患者診療時の標準装備】
・目・鼻・口を覆う防護具
（サージカルマスク＋フェイスシールド等）

・手袋（患者に直接接触する場合は二重を推奨）
・ガウン（不足する場合はエプロンも可）等
＊原則としてディスポーザブルのものを使用



PPEの着脱手順例 ①



PPEの着脱手順例 ②



新型コロナウイルス患者の
受け入れの流れ



患者受け入れの準備

・患者の受け入れ前から院内感染対策委員会等を中心に、

受入マニュアルやチェックリストなどを作成して準備を

整える

・患者の受け入れに際しては、新型コロナ患者に対応できる

PPEやゾーニング等の感染対策（飛沫感染予防策＋接触

感染予防策）を徹底する

・患者の受け入れ当初は、ICTを中心として１日に複数回の

ミーティングを繰り返し、感染対策、診療手技、患者対応

等について検討し改良を重ねる



患者受け入れの準備

○チェックポイントの例

・患者をどこで受け入れるか

・平日昼間・夜間・休日の体制をどうするのか

・病院玄関から病棟・病室までの動線を確認

・一般患者とコロナ患者の動線が交差しないか

・EVを共用する場合は時間分離などの工夫が必要

・患者がスイッチやドアノブなどに触れないよう誘導

など



入院調整の流れ

①入院調整依頼

入院フォローアップセンター

保健所

COVID-19患者 (自宅) 受け入れ医療機関

②入院調整

③受け入れ可

④搬送依頼

⑤搬送調整

保健所による
療養方針の決定
・入院療養
・宿泊療養
・自宅療養



大阪府入院フォローアップセンター

○各保健所の圏域を超えた大阪府全体での入院調整

・令和2年3月13日に府庁内に設置

○担当者

・医師等：常勤医師3名・部内応援3名・部外応援約10名

・看護師：応援非常勤職員8名

・行政職：部内応援職員5名

＊現在のシフト

・概ね医師6名・看護師3～4名・行政職3名で構成

・夜間はオンコール体制



入院調整申請書

特に高齢者はADLや認知症の程度、
気管内挿管など侵襲的な処置に
対する考えなどについても聴取する



重症度や専門性に応じた入院調整

○妊婦

妊娠週数、妊娠経過 (産科的合併症)、かかりつけ医の確認

○小児

家族内発症の確認

○維持透析患者

透析頻度、最終透析日、かかりつけ医の確認

○精神疾患患者

内服薬、症状の詳細、かかりつけ医の確認



重症度や専門性に応じた入院調整

厚生労働省. 新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第4.1版



転院調整（上り転院・下り転院）



陽性患者の退院（隔離解除）基準

○無症状

・検体採取日から10日間経過した場合

○軽症および中等症

・発症日から10日間以上経過し、

かつ症状軽快後72時間以上経過した場合

○重症および免疫不全

・症状が現れてから少なくとも20日以上経過し、かつ

解熱剤を使用せずに前回の発熱から72時間以上経過し、

かつ咳や息切れ等の症状が改善された場合



陽性患者への対応

○患者受入病棟内でのゾーニング

・レッド：患者滞在区域

・イエロー：PPE脱衣

・グリーン：清潔区域

○患者との接触機会を最小限にする

・家族等との面会はタブレット端末によるテレビ電話等

を活用する

○病室外への移動は医学的に必要な場合のみに限定

・入院が１週間以上に及ぶことが多いため、患者が

持参する衣服や荷物は病室内で個人管理してもらう



総室 総室

総室
ナースステーション

トイレ

衝
立

PPE脱衣

消毒薬
・ゴミ箱

ＥＶ

陽性患者隔離のための病室配置例

PPE着衣

＊大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 朝野教授 作成資料を改変

総室

総室総室

シャワー
(個室)

階段
(閉鎖)

資材庫
(個室)

リネン

・新型コロナウイルスは飛沫感染対策＋接触感染対策が必要なため、
空気感染対策とは異なり場所を区分して対応する。

・清潔区域（グリーンゾーン）と不潔区域（レッドゾーン）が交差
しないよう脱衣場所（イエローゾーン）の設定が重要



疑い患者への対応

○患者受入病棟内に疑い事例用個室を準備

・トイレやシャワー付きの個室が望ましいが、

それらがない場合はポータブルトイレや清拭で対応する

・疑い事例同士を同室に集めることは避ける

→疑い例の中には感染者・非感染者が混在するため

患者間感染が起こる可能性あり

〇PCR検査の結果が出るまで個室対応

・陰性：一般病棟に戻ってもよいが

解熱するまで個室対応が望ましい

・陽性：保健所へ連絡（患者発生届を提出）



総室1 総室2

総室3 ナースステーション 前
室

トイレ

衝
立

PPE脱衣

手指衛生

消毒薬
・ゴミ箱

肺炎・発熱／疑い症例専用病室
（トイレ付きの個室が望ましい）

トイレ

疑い患者隔離のための病室配置例

・新型コロナウイルスは飛沫＋接触感染対策が
必要なため、空気感染対策とは異なり場所を
区分して対応する。

PPE着衣

・疑い症例でも、陽性症例と同様の感染対策が必要。
・検査結果が判明しても転院まで個室での対応を続ける。
・疑い患者が複数の場合は、患者ごとにアイシールドと
マスク以外のPPE（手袋、ガウン）を交換する

＊大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 朝野教授 作成資料より



国立国際医療研究センター病院の例（厚労省通知別添参考資料より）

ゾーニングの例



イエローゾーンでの工夫 ①

PPE着脱は脱衣時が最も肝心！
特に手袋を脱ぐときに要注意！！
疲れていても安全に脱衣できるよう、
写真や図で分かりやすくする工夫も大事。

大阪市立十三市民病院の例



鏡の設置や行動指示をわかり
やすく示すことも大事。

イエローゾーンでの工夫 ②

ゾーニングの色に合わせ床や
物品にもカラーリング。一目
でわかる工夫で交差を予防。

大阪市立十三市民病院の例愛仁会千船病院の例



レッドゾーンでの工夫

レッドゾーンか
らグリーンゾー
ンへの連絡用ミ
ニホワイトボー
ド。PPE着用で
ＰＨＳやナース
コールがうまく
使えない時もあ
り、ちょっとし
た確認の際に便
利。

レッドゾーンか
ら持ち出す際の
取扱い方を掲示。
わかりやすく図
で説明。

大阪市立十三市民病院の例



透析患者への対応

○感染患者に透析が必要となった場合

・標準予防策の徹底

・飛沫感染、接触感染予防を行う

・廃液の処理（HBV,HCV,HIVと同様）



環境消毒

○確定患者・疑い患者への対応

・高頻度に接触した環境表面

・皮膚に直接接触した器材（血圧計・体温計）

・アルコール 濃度60％以上

・次亜塩素酸ナトリウム溶液 濃度0.1～0.5％

・患者の皮膚と直接接する器材の使用は必要最小限にする

・消毒薬は噴霧しない

・床・壁等を含む広範囲の大がかりな消毒は不要

・患者周辺の一般ゴミは感染性廃棄物として対応する

https://1.bp.blogspot.com/-K8LKGlx-MBo/XqfJXR6NSAI/AAAAAAABYmY/uXIb5Y8mDVYoY8GvwGfUu-pvlS7lLk-lwCNcBGAsYHQ/s1600/syoudoku_hand_switch.png


食器・リネン等の取り扱い

○通常の熱水洗浄（80℃・10分間）で問題ない

・食器は紙製や樹脂製のディスポ製品に入れ、

弁当として配膳している病院も多い

（宿泊療養のホテルも弁当で対応）

・リネン類は病室外に出してから洗浄するまでの間に

複数の人の手を介する場合は配慮が必要

（例）水溶性ランドリーバックやポリ袋等に入れて搬送

・院内のコインランドリーは患者同士が場所を共用する

リスクがあるため多くの病院で使用させていない

https://1.bp.blogspot.com/-o7sdWui9Tk0/UnIDqRuc3YI/AAAAAAAAZ5U/Ds5AH3V0DEA/s800/kensagi_blue.png


面会制限

○面会は原則禁止が望ましい

・家族等との面会はタブレット端末による

テレビ電話等を活用する病院も多い



職場環境の確認

・手指衛生を励行する

特に飲食の前後に手指衛生を！

・会話しながらの飲食は避ける

・会話するときには必ずマスクを

着用しできるだけ対面に座らない

＊「３密」に該当する場を作らない

・休憩室は交代・少人数で使用しこまめな換気と消毒を行う

・仮眠室では寝具は個人ごとに交換して消毒と換気を行う

＊休憩室や仮眠室での感染が疑われる事例は多い

・事務所等の共用キーボードやタブレットはこまめに消毒

・会議はできるだけWeb会議にする



ウイルスを病院に持ち込まない
ための医療スタッフ＊の心得

○「３密」環境に近づかない

○会食や接待を伴う飲食、ライブ、カラオケなどに行かない

○外出時にはマスク着用と手指消毒を徹底する

○日頃から体調管理に努め、出勤前に体温を測定して

発熱その他症状の有無を確認する

○発熱、咳、のどの痛み、息苦しさなどがあれば仕事を休む

＊医療スタッフ＝医師や看護師などの医療職だけでは

なく、事務や外注業者など病院で働くすべての人々

○これから数年続く新型コロナウイルスとの戦いにおいて、

感染者を「診ない」ではなく「診ることができる」ように

することが、院内感染を予防し、職員と病院を守る唯一の

解決法です。
＊大阪大学大学院 医学系研究科感染制御学 朝野教授 作成資料より



院内感染発生時の対応



院内感染発生時の対策
○保健所の対策

・患者・接触者からの聴き取り調査

→感染・曝露リスクの評価

○病院（医療機関）の対策

・リスク評価に基づいた濃厚接触者のリストアップ

→職員の健康観察・自宅待機

↓

○保健所と病院が連携して対応

・濃厚接触者は基本的にすぐ検査を実施。

→可能な限り病院での検体採取にご協力を。

・一度陰性が確認された人であっても、その後発症したり

陽性になることがあるため、慎重に健康観察を続ける。

→必要に応じて再度の検査実施も検討。

https://3.bp.blogspot.com/-Li3usK383MU/VkcaoNVQvXI/AAAAAAAA0d0/wFIDnj46JVU/s800/tatemono_hospital2.png


院内感染に関する対策の目標

○通常時も含めて患者・陽性者の早期発見に心掛ける

・職員や患者が発熱等で少しでも感染が疑われる際は検査実施を検討。

○クラスター発生が疑われる場合は早期にスクリーニング検査を実施する

・職員や患者に陽性者が出た場合は濃厚接触者も含めて広く検査実施。

○クラスターが発生したらまずはゾーニング等感染対策を強化する

・入院調整を待つ間に感染を広げないためにまずは感染対策を強化。

○患者の病状を的確に把握して入院調整につなぐ

・陽性患者全員が受入病院に転院できない状況の中、必要な患者に

対して治療を開始して少しでも重症化を阻止するとともに、

重症化の兆候を的確に把握して保健所と十分な情報共有を行い、

タイムリーに受入病院への入院調整につなぐ。

○濃厚接触者ゼロを目指す感染対策を続ける

・感染対策強化後も、その前に感染した患者が次々発症するため、

その患者から濃厚接触者を出さないことを目標に感染対策を続行する。



濃厚接触と曝露リスク
・「確定患者」：症状等から感染が疑われ、検査により

新型コロナウイルス感染症と診断された患者。

・「感染期間」：新型コロナウイルス感染症を疑う症状を

呈するようになる２日前から隔離が開始されるまでの間。

・「濃厚接触」：適切なPPEを着用せず約１ｍ以内で長時間

の接触があった場合。または患者の気道分泌物・体液等

汚染物質に直接触れた可能性が高い場合。

・「長時間」：通常の接触では15分以上の接触でリスクが

あるとされるが、診察などの接触では3分程度でも

リスクがあるとされている。

・患者の気道吸引や気管内挿管等、エアロゾルが発生する

処置の際に、N95マスクを着用せず接触した場合は、

中リスクと評価する。



曝露リスク（マスクあり）

・新型コロナウイルス感染症確定患者（マスク装着）と

感染期間中に長時間の濃厚接触があった場合。

・就業制限については最後に曝露した日から14日間とする。

・患者の体位変換等で身体的接触があった場合は中リスク

として就業制限が必要となる。

接触状況 リスク 健康観察 就業制限

すべてのPPEなし 中 積極的 あり

サージカルマスクなし
マスク以外のPPEは装着

中 積極的 あり

マスクあり・目の防護なし
ガウンあり・手袋あり

低 自己観察 なし

マスクあり・目の防護あり
ガウンなしまたは手袋なし

低 自己観察 なし

すべてのPPE装着 低 自己観察 なし



曝露リスク（マスクなし）
・新型コロナウイルス感染症確定患者（マスクなし）と

感染期間中に長時間の濃厚接触があった場合。

・

・就業制限については最後に曝露した日から14日間とする。

・患者の体位変換等で身体的接触があった場合は中リスク

として就業制限が必要となる。

接触状況 リスク 健康観察 就業制限

すべてのPPEなし 高 積極的 あり

サージカルマスクなし
マスク以外のPPEは装着

高 積極的 あり

マスクあり・目の防護なし
ガウンあり・手袋あり

中 積極的 あり

マスクあり・目の防護あり
ガウンなしまたは手袋なし

低 自己観察 なし

すべてのPPE装着 低 自己観察 なし



スタッフ 患者さん

マスク － －

高リスク

スタッフ 患者さん

マスク ＋ －

中リスク

スタッフ 患者さん

マスク ＋ －

アイシールド ＋ －

低リスク

スタッフ 患者さん

マスク ＋ ＋

低リスク

＊日本環境感染学会
「医療機関における新型
コロナウイルス感染症へ
の対応ガイドの第２版」
より作成

医療従事者の曝露のリスク評価と対応

手指衛生は絶対条件‼

接触した日から14日間
・低リスク
→自分で健康観察

・中・高リスク
→就業制限



曝露後の対応（職員の健康観察）

・積極的観察

医療機関の担当者が症状の有無を電話やメール等で確認

・自己観察

職員本人が業務開始前に症状の有無を報告

・症状が出た場合は担当者（担当部門）に電話連絡して受診

→必要に応じて検査実施

・曝露していない職員についても症状出現時に健康状態を

速やかに報告できる体制や管理者が把握できる体制が必要



PPE不足下の感染管理 ①

○手袋

・手袋は単回使用が必須。ない場合は手指衛生で代用。

・外科的手技を除いて二重にする必要はない。

○サージカルマスク

・医療従事者はサージカルマスク・不織布マスクを着用。

・患者は布・ガーゼマスクの着用で可。

・患者が院内を移動する場合は不織布マスクを着用。

・マスクを二重に着用する必要はない。

・消毒・洗浄による再利用は機能低下のため推奨されない。

○N95マスク

・医療従事者がエアロゾル産生手技実施時のみ着用。

・不足時には再処理等による再利用も検討



PPE不足下の感染管理 ②

○N95マスクの再利用

・複数の患者を診察する場合も継続使用。

・名前を記載して１日１回交換し、滅菌器活用等で再利用。

・１人５個のマスクを配布して５日間で毎日交換・再利用。

＊マスク表面ではウイルスが３日間しか生存できない。

・次の使用時までは表面に触れないようにしながら

グリーンゾーンの中で保管。

・明らかな損傷・ゴムの劣化等が生じた際には新品と交換。

・アルコール消毒はフィルター機能を低下させる恐れあり。

＊（参考）N95マスクの例外的取扱いについて

（厚生労働省・令和２年４月１０日通知）

https://www.mhlw.go.jp/content/000621007.pdf



PPE不足下の感染管理 ③
○ガウン

・患者と直接接触する際に着用。

・前腕が汚染した際洗浄できるよう半袖の上に着用。

・布製は非推奨でレインコート等撥水性の資材で代用可。

・リスクが低い状況等に応じて撥水性エプロンで代用可。

・それもない場合ゴミ袋に穴を開けて被ることでも代用可。

＊（参考）サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル

及びフェイスシールドの例外的取扱いについて

（厚生労働省・令和２年４月１４日通知）

https://www.mhlw.go.jp/content/000622132.pdf

＊（例）ガウンの作り方（榊原記念病院監修）

http://www.hp.heart.or.jp/topics/topics-4400/

（ガウンの作成方法を紹介するWebサイトは多数あります）



PPE不足下の感染管理 ④

○フェイスシールド・ゴーグル

・15分間を目安にそれ以上の接触の場合は着用が推奨。

・患者が咳をしている場合は15分未満でも着用が推奨。

・目を覆えればスキーゴーグル、眼鏡でも代用可。

・再利用する場合はアルコール等で適切に消毒を行う。

・クリアファイル等でフェイスシールドの自作も可。

＊（例）フェイスシールドの作り方（大阪大学山本教授監修）

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/handai.html

（フェイスシールドの作成方法を紹介するWebサイトは

他にも多数あります）



PPE不足下の感染管理 ⑤

○検体採取時の注意

・患者が咳をせず、十分換気できる環境下では、

手袋・ガウン・フェイスシールド等を着用して

いれば、N95ではなくサージカルマスクの着用でも

鼻咽頭ぬぐい検体であれば採取は可能。

・下気道検体を採取する場合は、曝露リスクを考慮して

N95マスクの着用（＋PPEの着用）が推奨される。

・検体採取時に患者側方から採取したり遮蔽物を用いる等、

曝露リスクを低減するための工夫は常に必要。



PPE不足下の感染管理 ⑥

○PPEの消毒

・ゴーグル等再利用できるPPEは使用後に消毒。

・消毒はアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムを使用。

・素材により一部の消毒薬や熱水消毒に適さないものあり。

（資材メーカーの推奨等に従って処理する）

○患者搬送時の注意

・搬送車の運転等直接患者に触れない業務ではガウンの

着用は不要（タイベック等の着用は不要）。



府内での院内感染事例の特徴
・新型コロナの受入病院・病棟ではないところで発生した。

・新型コロナ患者という認識がない中で、いつの間にか

ウイルスが病院内に入り込んでいた。

・陽性患者数が多かった病院では、探知されたときには

すでに感染が広がった後だった。

・府内全域で新型コロナ対応に追われる中で、陽性患者を

受け入れる病床が逼迫していて転院も容易ではなかった。

・個人情報保護、風評被害、情報公開、報道対応の対応が

困難だった。

＊新型コロナウイルス感染症 病院・高齢者施設感染クラスターケーススタディ2020－大阪－

（大阪府健康医療部・大阪府保健所長会 令和3年1月作成）



院内感染の発生に備えて
・ウイルスは相手を選ばない！

・感染者が他疾患として自覚なく受診したり、職員が市中

感染して自覚なく周囲に感染させることも十分あり得る。

・入院患者や医療職だけではなく、事務職員や出入業者も

含めた病院に出入りするすべての人の健康管理が必要。

・一部のコロナ対応病院だけでの対応には限界があり、

すべての病院や診療所も含めてそれぞれが役割分担を。

・院内での情報共有、情報管理、外部との連絡窓口の設定等

危機管理体制の整備・準備を。

＊新型コロナウイルス感染症 病院・高齢者施設感染クラスターケーススタディ2020－大阪－

（大阪府健康医療部・大阪府保健所長会 令和3年1月作成）



参考

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/000702064.pdf

○日本環境感染学会／

医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf

○大阪府／医療機関のみなさまへ
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/ukeire.html

○大阪府／院内感染対策に関する情報
http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/innaikansen.html

○厚生労働省／新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○厚生労働省／自治体・医療機関向け情報一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html


